
ウェハ、レンズ、ガラス基板表面目視検査用ウェハ、レンズ、ガラス基板表面目視検査用ウェハ、レンズ、ガラス基板表面目視検査用

超高照度レーザー励起型超高照度レーザー励起型超高照度レーザー励起型
光ファイバーライトガイド式光ファイバーライトガイド式光ファイバーライトガイド式
照明装置照明装置照明装置 350LSFI350LSFI350LSFI
FiberFiberFiber O pticO pticO ptic LightLightLight G uideG uideG uide U ltraU ltraU ltra H igh-IntensityH igh-IntensityH igh-Intensity LaserLaserLaser ExcitationExcitationExcitation Spotlight,Spotlight,Spotlight,
350LSFI350LSFI350LSFIforforfor W afer,W afer,W afer,Lens,Lens,Lens,G lassG lassG lass SubstrateSubstrateSubstrate surfacesurfacesurface V isualV isualV isualInspectionInspectionInspection

特特特 長長長 FeaturesFeaturesFeatures

★★★シリーズ最高クラスの照度シリーズ最高クラスの照度シリーズ最高クラスの照度

★★★フィルターチェンジャー内蔵フィルターチェンジャー内蔵フィルターチェンジャー内蔵(R/G /B)(R/G /B)(R/G /B)

★★★レンズユニット先端にもフィルター装着可能レンズユニット先端にもフィルター装着可能レンズユニット先端にもフィルター装着可能

★★★独自のレンズユニットで得られる均一な光独自のレンズユニットで得られる均一な光独自のレンズユニットで得られる均一な光

★★★長寿命長寿命長寿命 20,00020,00020,000 時間時間時間

TheTheThe highesthighesthighestintensityintensityintensity m odelm odelm odelofofofSEN ASEN ASEN A SuperbeamSuperbeamSuperbeam Series,Series,Series, FilterFilterFilter
C hangerC hangerC hanger installedinstalledinstalled inside,inside,inside, additionaladditionaladditional colorcolorcolor filtersfiltersfilters areareare alsoalsoalso
availableavailableavailable tototo attachattachattach ononon tiptiptip ofofoflenslenslens unit,unit,unit,includingincludingincluding Rem oteRem oteRem ote C ontrol,C ontrol,C ontrol,
thethethe speciallyspeciallyspecially designeddesigneddesigned lenslenslens unitunitunit providesprovidesprovides goodgoodgood illum inationillum inationillum ination ratioratioratio
andandand ProductProductProduct lifelifelife tim etim etim e isisis longlonglong asasas 20,00020,00020,000 hourshourshours

仕仕仕 様様様 SpecificationSpecificationSpecification

電源:

消費電力:

発光部:

光量/色温度:

光量調節:

冷却方式:

内蔵フィルタ:

内蔵機能:

本体寸法重量:

使用環境:

A C 90-240±10％ 50/60H z

350W

レーザー励起蛍光発光

約 8,000lm 7,500k

全面パネルでコントロール

ファンによる強制空冷

R/G /B/無し

温度異常保護、アワーメーター

W 212×D 334×H 240 (m m )11kg

温度:5～35℃ 湿度:70%以下

Power Supply:

Power C onsum ption：

Lighting System :

C haracteristics of light:

Lum inosity C ontrol:

C ooling System :

InternalFilter C hanger:

SpecialFeatures:

D em entions and W eight:

Environm ent:

A C 90-240±10％ 50/60H z

350W

Laser-excited Fluorescence

A pprox 8,000lm 7,500k

A djustable with Front Panel

Forced air cooling

R/G /B/N one

A bnorm alTem perature Protection, H our M eter

W 212×D 334×H 240 (m m )11kg

Tem p.5-35 degree hum idity ≦70%

SEN A Superbeam

セナーアンドバーンズ株式会社



波長特性波長特性波長特性 W avelengthW avelengthW avelength

照照照 度度度 IntensityIntensityIntensity

照射距離照射距離照射距離 W orkingW orkingW orking D istanceD istanceD istance :::220m m220m m220m m
照射径照射径照射径 SpotSpotSpotA reaA reaA rea :::55m m55m m55m mΦΦΦ

出力出力出力 O utputO utputO utput 照度照度照度 IntensityIntensityIntensity 出力出力出力 O utputO utputO utput 照度照度照度 IntensityIntensityIntensity
100100100％％％
909090％％％
808080％％％
707070％％％

1,430,000lx1,430,000lx1,430,000lx
1,340,000lx1,340,000lx1,340,000lx
1,120,000lx1,120,000lx1,120,000lx
1,030,000lx1,030,000lx1,030,000lx

606060％％％
505050％％％
404040％％％
303030％％％

890,000lx890,000lx890,000lx
700,000lx700,000lx700,000lx
510,000lx510,000lx510,000lx
320,000lx320,000lx320,000lx

※※※オプティック･ファイバー･ライトガイド１ｍにナローレンズオプティック･ファイバー･ライトガイド１ｍにナローレンズオプティック･ファイバー･ライトガイド１ｍにナローレンズ(N1LU )(N 1LU )(N 1LU )を装着して測定された社内データであり、保証値ではありません。を装着して測定された社内データであり、保証値ではありません。を装着して測定された社内データであり、保証値ではありません。

※※※TheTheThe aboveaboveabove IntensityIntensityIntensity areareare m easuredm easuredm easured valuesvaluesvalues withwithwith 1m1m1m O pticO pticO ptic FiberFiberFiber Light-guideLight-guideLight-guide andandand N arrowN arrowN arrow LensLensLens unitunitunit (N 1LU ),(N 1LU ),(N 1LU ),notnotnot thethethe valuesvaluesvalues forforfor guaranteeing.guaranteeing.guaranteeing.

SEN A Superbeam

セナーアンドバーンズ株式会社
e-m ail:m ail@ s-vans.com URL:http://www.s-vans.com

本社/工場: 〒144-0041 東京都大田区羽田空港 1丁目 6番 6 号 TEL:03-5708-7300 FAX:03-5708-0151
ＨｅａｄO ffice: DaiichiSogo Bld.,1-6-6 Haneda-kuko,O hta-ku,Tokyo 144-0041 TEL:+81-3-5708-7300 FAX:+81-3-5708-0151
札幌営業所: 〒005-0004 北海道札幌市南区澄川 4条 2-10-17 TEL:011-823-2250 FAX:011-823-2258
神戸営業所: 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通 3丁目 6番 7 号(大栄ビル) TEL:078-331-7292 FAX:078-331-7381
北九州営業所:〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 1-2-39 TEL:093-533-5371 FAX:093-533-5372


